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　アクティビティリスト 



   
Okéanos Pearl／オケアノスパール 

最新テクノロージの賜物，　世界初のソーラーカタマラン! 2018年度　フレンチポリネシアツーリズム賞受賞! 
洗練されたソーラーカタマラン　Okeanos Pearlから臨む 魔法のボラボラサンセット　美しい1日の締め括り。 

お好みのワイン，ビール，ソフトドリンクを片手に、忘れがたき日没　黄金の時　を迎えられませんか 
Bora Bora Pearl Beach Resort & Spaのみだけが ご提供できる素晴らしい体験  !

滑らかな航行線，炭素無排出の地球に優しいクルーズ，楽園の風景…　貴方の瞳，カメラ、記憶の中にしっかりと焼付けられて下さい。 
  所要時間: 2 時間   出発 : 16時30分 又は 17時00分　アクティビティデスクにてご確認下さい。 

料金　グループツアー : 13 500 Cfp ／名　プライヴェートツアー :    80 000 Cfp ／2名+ 　追加料金　5 000 Cfp ／名  
半日又は1日のプライヴェートレンタルカタマランの手配も可能です。                                                                                                                            

詳細はアクティビティデスクまでお問合せ下さい。 



!
!!!

 Farereira’a Ma’o & Fai Mahana　avec　Rosto  
 独占　Bora Pearl Beachパートナーズ　　　 

楽園での１日　ポリネシアン流に！ !
まずは、　ブラックチップシャーク　時にはレモンシャークとの出会いを求めてラグーンの外に！ 

エイの群れに紛れて一緒にシュノーケリング，カラフルで様々な南洋の魚達、素晴らしいコーラルガーデンをご満喫！ 
ウクレレを奏でながら　Rostoが伝統的ポリネシアンスタイルボートで島一周をご案内。 

昼食は、プライヴェートモツでの典型的ポリネシアン　ma’a　タヒチ。　ガイドが披露するポリネシアンアクティビティ等 
ポリネシアン流を満喫の１日 !

出発:  8時45 分 帰館:  3時00分 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　料金 グループツアー:  13 500 Cfp ／名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

プライヴェートツアー: 　80 000 
Cfp／2名 

!!!!!!!
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シャークボーイエキスカーション 

ボラボラと美しいクリスタルクリアラグーン … 

シュノーケリング愛好者に最適，鮫とエイに出会える午前中のスペシャルツアー 

魅力的な海の生物たちに出会える最高のポイントでシュノーケリング。 

のどかなプライヴェートビーチにて新鮮なタヒチアンフルーツをご堪能。　 

ボラボラならではの忘れられない体験!  

出発 8時45分    帰館　13時00分 !
料金:　グループツアー : 10 350 Cfp ／名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　

プライヴェートツアー:　　47 000 Cfp ／2名 
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ラグナリアウム !!
海亀，南洋魚，エイ，鮫達との素敵な出逢い 

当ホテルの送迎ボートで Chancelade,に渡り、送迎バスにて島の反対側にあるラグナリアム行きボート乗場に行き、 
ボートにて Anauにあるラグナリアムに行きます。 

ガイドと共にシュノーケリングを楽しむ半日又は1日ラグーンツアー。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
フレンチポリネシアの最も象徴的な海の生物達との出逢い。 

料金　半日ツアー：9 500 Cfp ／名　 8時00分～ 12時30分送迎サービス込 
　　　　　　　1日ツアー：13 000 Cfp ／名　 8時00分～ 16時00分送迎サービス＆昼食込 



 !
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Keishi ツアーvip  
プライヴェートキャプテンが　ターコイズブルーのボラボララグーンをご案内。 

コーラルガーデンでのシュノーケリング，鮫とエイにも出逢えます。 

この素晴らしい経験　更にご満喫されたいですか ?  

1日ツアーをお勧めいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
シャンパン，伊勢海老，魚のグリル！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

モツにて、素足をラグーンに浸しながらの豪華な昼食をご堪能いただきます。 

プライヴェートツアー限定:　料金　半日ツアー昼食なし： 47 000 Cfp ／2名　   9時00分～  13時00分 
　　　　　　　　　　　　　　　　1日ツアー　昼食付き: 80 000 Cfp ／2名　10時00分～　16時00分 

!
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 ピュアシュノーケリング　リーフデイスカヴァリー  

 

ガイドによる案内で、ボラボララグーンの素晴らしさを発見。 

最も美しいコーラルガーデンでのシュノーケリング。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

出発 8時10分　 帰館 12時10 分 

料金　 グループツアー : 11 800 Cfp ／名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
プライヴェートツアー : 62 000 Cfp ／ 2 名  

プライヴェート午後ツアー：53 000 Cfp ／2 名　13時00～ 16時00分



!!
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Tohora 　ボラボラ　シュノーケリング 
この海中散歩は、ボラボララグーンの中に生息する天から贈られた宝　全ての海洋生物達の発見を目的としています。 

特別にマンタ，レオパード（斑トビエイ）の生息地を訪れ、彼らとの感動の出逢い。 

カラフルな南洋魚、又リーフのみに生息する珊瑚礁も発見することが出来るでしょう。 

出発　8時00分　帰館 12時00分 

料金　グループツアー : 13 000 Cfp ／名　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
プライヴェートツアー： 140 000 Cfp ／2名



 

Tohora　ボラボラ鯨観察ツアー 
 (実施期間7月～11月 ) 

船で海上散歩をしながら、鯨の鳴き声をキャッチして鯨の存在地を探知するハイドロホンを使用して鯨を探します。 
同様に鯨以外の海洋哺乳類動物達も観察することが出来ます。海洋哺乳類動物達の命の尊重のため 

彼らに接近できる距離は制限されており、この制限距離内でガイドと一緒という条件でに彼らと一緒に泳ぐこともできます。 
!

料金　半日グループツアー : 18 000Cfp／名　半日プライヴェートツアー220 000 Cfp／名 　8時30分 ～ 12時30分  
　　　　　　　1日グループツアー : 25 000 Cfp ／名　1日プライヴェートツアー：340 000 Cfp  　　　　　　　　　　　　　　　　　

出発　8時00分 帰館未定（昼食追加料金） 
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ロマンチックサファリ　写真撮影 
ボラボラで最もロマンチックな場所を巡りながら、同行プロカメラマンによる写真撮影。  

ボラボラでのご滞在　一生忘れられない想い出と刻まれることでしょう。 
このエキスカーションの終わりに、 

あなた方の　« ハネムーン».　写真が入っているCDをカメラマンがお渡しします。 !
料金プライヴェートツアー 　所要時間　2時間30 分　48 300 Cfp   
プライヴェートサンセットツアー：所要時間 1時間30分 42 000 Cfp  

グループサンセットツアー： 25 000 Cfp  
出発時間はアクティビティデスクまでお問合せ下さい。 



 
 
 

スキューバダイビング　Top Dive 
ダイビングインストラクターがボラボラのラグーン内外にある、幅広いダイビングスポットにご案内いたします。　　　　　
　　　　　　　海洋動物相と植物相がバランスよく共生するフレンチポリネシアが誇る海の世界を訪れ、　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　その素晴らしい世界に魅了されることでしょう。 

ダイビングライセンス未取得者又は体験ダイビング: 

1 体験ダイビング 13500 Cfp ／名 ; 

1 Blue Honeymoon体験ダイビング (貝のネックレス2本,  パイナップルジュ
ース, プライヴェートビデオ撮影) 39900 Cfp ／カップル 

デイスカヴァリーパック : 1 体験ダイビング + 2デイスカヴァリ-ダイビング
37000 Cfp ／ 名 

出発: 13時40分 

!

ダイビングライセンス取得者 !
１ダイビング: 12000 Cfp ／名 !

  2 ダイビングパック: 22000 Cfp／名 !
6 ダイビングパック : 60000 Cfp  ／名 !

出発 8時10分 
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アクアサファリ　ヘルメットダイブ 
頭を濡らすことなく、ボラボラのラグーンを海中散歩。 

６歳からエキスカーション参加可能。 初心者又は上級者、泳ぐことが出来ない方でも安全に楽しむことができます。　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　限りなくと透明な海の中、ガイドが海中散歩にご案内。 

カラフルな南洋魚達に囲まれ、水深３ｍの砂の上を歩きます 
忘れられない体験となるでしょう。 !

出発　8時30分又は13時30分 
海中滞在時間: 30 分間 

料金　グループツアー：10 000 Cfp／名 
プライヴェートツアー: 　100 000 Cfp ／ 2 名 



 
 
 

!
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アクアバイク  
2人乗りのスクーター型自律型潜水艦に跨がり、海中で1kmツーリング。 

頭は濡れず、身体は水の中に入ります。ドームの中では口に何も加えること無く、地上と同様、普通に呼吸することが出来ます。 
地上と海中、全く同じ印象と感覚で過ごすことが出来る忘れない体験となるでしょう。 

!
VCet車は、電気モーターのおかげで　水深３ｍで1 kmまで安全に移動することができます（16歳以上から操縦認可）。 

重心が非常に安定していますので、泳ぐことが出来なくて大丈夫です。 
料金　グループツアー : 35 650 Cfp／スクーター  
プライヴェートツアー: 130 000 Cfp／スクーター  !

出発時間はアクティビティデスクまでお問合せください。 
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ジェットスキー. 

クリスタルクリアラグーンをジェットスキーで爽快にお散歩 

ガイドがジェットスキーでのみ行くことができる場所にご案内いたします。 

モツに15分間滞在して、椰子の葉や実を使ったポリネシアンアートのデモンストレーションに参加いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　（2時間ツアーのみ） 

スクーター1台　 1人又は2人 

1時間ツアー :出発　9時30 又は13時00分13h  
料金　グループ: 20 000 Cfp ／スクーター1台 

　　　プライヴェート :80000 Cfp p ／スクーター1台 
2時間ツアー : 出発 9時30分 又は13時00分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

料金　グループ : 28 000 Cfp ／スクーター1台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　プライヴェート :112 000 Cfp p ／スクーター1台



 
 
!
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ジェットボード 

信じられない＆忘れられない体験をボラボラで 

世界で最も美しいラグーンでモーターボード（ジェットボード）に挑戦 

料金　グループツアー：初心者　1時間　30 000 Cfp  

　　　　　　グループツア-：イージーライド 30 分　25 000 Cfp 



 
 

 
!
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水上スキー ‒ モノスキー ウエイクボード  ‒ バナナチューブ  
初心者でも上級者でも，世界で最も美しいラグーンでの各種水上スポーツ　お楽しみいただきます。 

料金　ボート1時間  :  32 500 Cfp  
　　　ボート2時間  : 65 000 Cfp  

カイトサーフ 
初心者も　達人も　海の上を華麗に滑り、空高く飛び上がりましょう！ 

料金　プライヴェートツアー　1時間30分　20000Cfp ／名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　プライヴェートツアー　1時間30分　30000Cfp ／2名 

!



!
!
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パラセーリング 

!
ボラボラのラグーンからパラシュートで上昇飛行。美しいボラボラのパノラマ絶景，空の上からご満喫いただけます。 

下記表示料金はパラシュート1機の料金です。 （1機に1，2名乗ることが可能です。1名，2名共　同料金です。) 

100m/15 分間: 32 300 Cfp  !
300m/15 分間 : 39 820 Cfp 
  
300m/25 分間 : 51 660 Cfp !!!!!

 !!!!!!!!!!



 

!

ウエルカムボート 
海の上に浮かぶ快適なラウンジ。　　　　　　　　　

最高に乗り心地の良いボートでラグーンを散歩。　　
この上なくプライベートな時間。　　　　　　　　　

　ご満喫いただけます。 

希少な体験　　　　　　　　　　　　　　　　　　
神話的に美しいターコイズ色のボラボララグーン。　
数えきれないほどのカラフルな魚達，エイ，鮫達　　

との出逢いを求めてラグーンを航行。　　　　　　　
　　　　コーラルガーデンもお楽しみいただけます。  

料金　プライベートツアーのみ: 

3時間   65 000 Cfp 

4時間   75 000 Cfp 

5時間  85 000 Cfp 



 ! !!!! !!!!
 

!!!!! !!!!!!!!

グラスボトムボート 
ガラス窓を通し，水の中に入らずして 

ボラボララグーンで暮らす様々なカラフルな魚達や珊瑚をゆっくりと　　　　　　　　　　　 

!
料金　グループツアー : 4 900 Cfp ／名 !!

!



 !!
 

 

!

レンタルボート ‒ La Plage（ラ・プラージュ） 
船舶操縦免許有無に関わらずアルミ製のレンタルボートでボラボララグーンを自由に探索。 

　船舶操縦免許不要：　6馬力エンジン搭載ボート 
　船舶操縦免許必要：　15馬力エンジン搭載ボート 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
料金操縦免許不必要6馬力エンジン搭載ボート  料金　操縦免許不必要　Pontoon :  料金　船舶操縦免許必要15馬力エンジン搭載　　
　4時間 : 16000 Cfp      4時間 : 26000 Cfp     4時間 : 19 000 Cfp 
　6時間 : 20000 Cfp      6時間 : 30000 Cfp      6時間 : 23 000 Cfp 
　8時間: 25000 Cfp      8時間  :41000 Cfp      8時間 : 28 000 Cfp !

又は　操縦キャプテン付き　 

料金　« white shark » ＆ « Hermes »　        « Champagne » 
2時間 : 30 000 Cfp  ／2名       2時間 : 40 000 Cfp  ／2名 
3時間 : 35 000 Cfp  ／2名       3時間 : 45 000 Cfp  ／2名 



 !

深海釣り  - Heifara 
 Black fin 29は、その控えめなサイズにも関わらず　最高クラスと名高い漁船です。 

高品質で外用沖で高性能を発揮するこの船は、多くの経験豊かな漁師達から高く評価されています。 

Le Mitimanaには240CVにヤンマーエンジンが2機搭載され、安全な遠征に必要な電子機器，トイレ，飲料水も完備されています。 

この船は6名まで乗船可能です。 

ボラボラ島外洋の最高の釣りスポットにお連れして、プロ使用の釣具を使用してカジキ，鮪，鯛，鰆など大物釣りを楽しみます。 

船上でお飲物をご提供いたします。 

深海釣りならでは体験出来るスリルと興奮　忘れられない時を過ごされるでしょう。　 

ブイ釣り　表面ルアー釣り　治具ルアー釣り等ポリネシアンの伝統的な釣りも可能です。 

!
使用釣具: 3 SHIMANO 130 LBS / 1 SHIMANO  80 LBS / 1 FIN .NOR 130 LBS 1 PENN  INTERNATIONAL 50 LBS 

     料金　グループ 4 時間 : 30 500 Cfp ／名             　　　グループ 6h : 38 000 Cfp ／名           　　　　　グループ 8時間: 43 000 Cfp ／名 

　プライヴェート 4 時間 : 122 000 Cfp ／名        プライヴェート 6 時間 : 152 000 Cfp ／名            プライヴェート 8 時間 : 172 000 Cfp ／名 



 

!!!!!!!!
 

!!!!!
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 Avis　レンタルカー，スクーター，自転車  
ご自分のリズムでボラボラ島探索,  
お好きな時に，お好きな様に。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

静かで排気ガス放出ゼロ　自然に優しいドライヴ　(電気自動車または自転車を選択された場合 ) !
　　　　　出発時間，料金など詳細はアクティビティデスクまで 



 !!
 

Tupuna サファリ 
運転手兼ガイドによるご案内で生い茂る植物の発見，ボラボラ島の素晴らしい絶景パノラマをご覧いただきます。 

ガイドはこのタイプの車でのみ走行できる場所にお連れいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　ボラボラの植物を学び，地元の人々のライフスタイルに近づくことができます。 

アメリカ軍の大砲とパレオの手染め職人宅に立ち寄ります。 

料金　グループツアー: 8 800 Cfp／名  
　プライヴェートツアー : 64 500 Cfp ／2名 



 

!

!
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Vavau ツアー 　-  サファリ4x4 
4x4無しに，ボラボラ島の内陸を訪れるのに適した方法があるでしょうか。 

知識豊富なガイドのご案内で，ポリネシアン文化を学ぶことが出来ます。 

手染めパレオ職人宅に立ち寄ります。 

料金　グループツアー　: 8 800 Cfp ／名 
　　プライヴェートツアー: 64 500 Cfp ／2名



!

 !!!!!!!!!!

Natura デイスカヴァリ- サファリ 4x4 
文化，歴史，伝説，自然環境　ボラボラの全てについて学びましょう。 

ボラボラ島で最もプライベートな場所に ガイドがご案内いたします。 

手染めパレオ職人宅に立ち寄ります 

      
料金　グループツアー: 8 500 Cfp ／名 

     　プライヴェートツアー: 68 000 Cfp ／2名



!

!!!!

ATV カー 
楽しい冒険されたいですか？　ATVカーでボラボラを探索しましょう！ 
絶景パノラマをご満喫。ガイドが丘の頂上までご案内いたします。 

料金　　グループツアー：22000Cfp／ATV　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　プライヴェートツアー：66000Cfp／2名 !

　コンボ 　ATV カー＆ジェットスキー　 
楽しい海のツアーと陸のツアー　選択に悩まれていませんか？　このツアーがあなたの悩みを解決します。 
強烈な感覚を双方で味わえる完璧なコンボツアー　海と陸で過ごす楽しい1日　ご満喫いただけます。　 !

料金　　グループツアー：44000Cfp／1台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　プライヴェートツアー：126000Cfp／1台 !



 !!!!
 !
 !

!  

Tuhei のポリネシアンタトゥー 
!

 遙か昔　太平洋を超えてやって来た，真の祖先伝統技法　タトゥ-。 

世界中で，美しさとオリジナリティが認められ高く評価されている，ポリネシアンタトゥーのエスニックデザインとモチーフ・・・ 

衛生管理が行き届いた，タトゥ-施術に最適な場所　Tavai Spaで 

生涯に残る貴方だけのフレンチポリネシアの想い出　刻まれてみませんか？ 

*ご予約は月曜日から金曜日の8時から9時に　アクティビティデスクにいるタトゥー師に直接お申込みいただきます。　　　　　　　　
　　　　　　　Tavai Spaではタトゥーのご予約は受付けておりません。 !
タトゥーの料金は施術するタトゥーのモチーフとサイズにより決まります。 



!!!!!!

!
 
 
 !!!

!

!
タヒチ島　プライヴェートサービス 

!
プライヴェートドライヴァーによるタヒチ島ツアーで、フレンチポリネシアで過ごす最後に時間をお楽しみ下さい。 !

ドライヴァーはレストラン送迎も行い、お食事中はお荷物もお預かりさせて頂きます。 
ドライヴァーは英語、フランス語、スペイン語を話します。 

プライヴェート送迎: 90€ (10,650 Cfp)プライヴェートタヒチ島ツアー: 

  タヒチ島半日ツアー: 325€ (38 ,800 Cfp)            
  タヒチ島1日ツアー: 596€ (71, 200 Cfp)            !
レストランデイナー送迎: 170 € (20, 250 Cfp) 

: プライヴェート往復送迎(空港，港　レストラン) ＆お食事中の荷物管理 

!



ボラボラパールビーチ無料アクティビティ: 
スタンドアップパドル          カヤック/ カヌー        テニス         ミニゴルフ        卓球         バレーボール      スポーツルーム 

コーラルガーデン           ココショー           花冠作り         パレオショー 

椰子の葉編み       ボードゲーム 

!
詳細又はご予約は　アクティビティデスクまでご連絡下さい。 



!
ご予約はアクティビティデスクにて 

営業時間：7時00分 à 19時00 分 
E-mail : activites@borapearlbeach.pf   

電話番号: (689) 40 60 52 09                                                                               
お部屋からのご連絡: 52 09 
!
      @boraborapearlbeachresort 

 boraborapearlbeachresort 
  

Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa

!
　ご案内 

料金はCFPで表示してあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

料金は特別明記がない限り、1名分で表示してあります。 　　　　　　　　 

料金は税込み表示です。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

料金チャージが時間毎の際は 全所要時間分のチャージとなります。  

このパンフレットに掲載されている写真は契約上のものではありません。 

掲載されている内容は事前予告無しに変更になることもあります。　　　　　　　　
全てのエキスカーションは下記の各サービスにて予約する必要があります。 

全てのエキスカーションは予約の空き状況次第となります。 

天候状況次第によりガイドはエキスカーションをキャンセルする権利があります。 

ご注意: 
妊娠されてる方は, 陸又は海で実施するアクティビティは強い振動が伴う可能性が　
大いにあります旨ご留意下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 ポリネシアの環境において、異種の動物、植物、珊瑚などアレルギーを 引き起こ
すものが存在する旨ご留意下さいませ。 !
キャンセル　　　　　　　　　　　　　　 
全てのキャンセルは、遅くても24時間前迄に申告が必要です。  
24時間以降又は無申告の　キャンセルは100%全額チャージとなります。　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Maurruru , ありがとうございます。
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